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　「第8回太郎山登山競争2022」が、５月３日、４日に開催
されました。３日、大星神社から太郎山（1164ｍ）を駆け上
がる「バーティカルレース」、4日、虚空蔵山まで縦走し、登り
降りを繰り返す中上級者向けの「スカイレース」が行われ、
県内外から参加した700名余が勢いよく信州上田の里山を
駆け抜けました。

太郎山登山競争
　    バーティカル・スカイレース 開催
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第５０期議員選挙の選任方法

オンライン経営セミナー
　『活用方法はいろいろ！VRはこんなに進化！』開催

各種給付金・補助金のご案内

「地域うまいもんマルシェ」出展

【付録】

　第35回信州上田大花火大会／

　上田地域産業展2022出展者募集／

　おそうじ講習会／生活習慣病予防健診／青年部だより



2

第 50 期議員選挙の選任方法第 50 期議員選挙の選任方法本年９月以降
各議員を選出

　当所の議員選挙が本年、各号議員毎に順次行われ
ます。現議員の任期は、本年 10 月 31 日を以て満
了することから、定款に基づき、議員選挙を行うも
のです。
　商工会議所は、業種や事業規模の大小に関係なく、
広く商工業者等をメンバーとした「地域総合経済団
体」であり、その運営は会員の代表者として各種各
層の事業所から公正に選出される議員が中心となっ
て行われています。
　商工会議所議員選挙は、全国各地の 515 会議所
で本年度秋に一斉に実施されます。議員任期は 3 年
と定められていますので、当所議員は、第 50 期と
して任期は令和 4 年 11 月 1 日から令和 7 年 10 月
31 日までとなります。
　議員選挙の流れについては、議員の選任方法で示
した図のとおり、始めに 3 号議員（13 人）を 1 号・
2 号議員会で選任し、次に部会ごとに 2 号議員（31
人 ) が選任された後で、会員による選挙を行い、1
号議員（46 人）が選出されます。議員定数は商工
会議所の会員数等規模によって決まっていますが、
当所の議員定数は 90 人と定められています。なお、
正副会頭はじめ役員については議員選挙後、議員総
会で選出されることになります。
　選挙日程の詳細は、今後、会報等で告示・報告を
随時行ってまいります。本号では各号議員の選任方
法などについてお知らせします。

3 号議員
　3 号議員は、1 号議員および 2 号議員で構成する選考
委員によって会員のうちから選ばれます。
　商工会議所の機能発揮上必要な者を選ぶことが望まし
いとされており、議員が特定の地区や業種にかたまって
集まる場合等が考えられるので、あらゆる業種、業態、
地域等を網羅することによって、議員総会を強化しよう
との主旨から設けられています。定数は 13 人

2 号議員
　2 号議員は、7 の各部会で、その部会に所属している
会員のうちから選任されます。この制度が設けられた
主旨は、1 号議員だけでは、場合によっては一部の業種、
業態に偏する恐れがあるので、これを補うために設けら
れたものです。
　定数は 31 人で、各部への割り当て数は、部会員の数
とその部会員の会員持口数により決められます。各部会
では割り当てられた数の 2 号議員を「部会の会議」を開
いて選任します。

1号・2号議員会

9月中旬 選
任

3号議員（13人）

9月下旬 選
任

2号議員（31人）

10月下旬 選
任

1号議員（46人）

部　会

会員
特定商工業者

●商業部会
●建設業部会
●工業部会

●交通・観光サービス業部会
●生活関連サービス業部会
●法務・金融部会
●情報部会

議
員
の
選
任
方
法

1 号議員
　会員および会員以外の特定商工業者が投票によって会
員のうちから選挙した議員で、定数は 46 人。なお、立
候補の届け出締め切り日までに、立候補の数が 1 号議員
の定数を超えない時は無投票当選となります。
　会員は、会費 1 口について 1 票の 1 号議員の選挙権
があります。ただし会員 1 人の選挙権の票数は 50 票ま
でとなっています。また、選挙権を行使するためには納
期の到来した会費を納めていることが必要です。会員以
外の特定商工業者についても同様の条件で、各々 1 票の
1 号議員の選挙権があります。
　また、会員は議員に選任または選挙される権利があり
ますが、次の事項に該当する人は権利がありません。①
満 25 歳未満の者　②成年被後見人又は被保佐人　③禁
固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日また
は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過する
までの者　④破産者であっていまだ復権しない者　⑤会
費を納めない者。

※参考文献「商工会議所法の解説　日本商工会議所」
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上田商工会議所工業部会・上田ドリームワークス主催セミナー開催上田商工会議所工業部会・上田ドリームワークス主催セミナー開催
最新の VR 技術を学ぶ  VR 活用で広がるビジネスチャンス !最新の VR 技術を学ぶ  VR 活用で広がるビジネスチャンス !

　5 月 23 日㈪上田商工会議所工業部会は上田ドリーム
ワークス、上田市商工会、真田町商工会との連携事業と
して、オンライン経営セミナー『活用方法はいろいろ ! 
VR はこんなに進化 !』」を開催しました。
　セミナーでは、有限会社原製作所（上田市保野）の原
洋介社長より、アナログな現物から三次元デジタルデー
タを取得する 3D スキャンの技術を活用した事業展開に
ついて、具体例を交えながら説明がありました。上田地
域産業展 2021 オンラインでも展示された VR 技術は、工
場や文化財の見学のみならず、3D データを利用した採
寸や動画による広報、URL の埋め込みによるオンライン
ショップへの誘導など、幅広い活用が見込まれ、様々な
業種において、新たな顧客獲得や遠方の取引先との商談
など新たなビジネスチャンスのきっかけとなる技術です。
　上田商工会議所工業部会・上田ドリームワークスで
は、上田地域産業展での展示にあわせ、VR 撮影につ

いて積極的に支援していく予定です。是非この機会に、
VR・3D スキャンの技術を事業活動にお役立てくださ
い。なお、本セミナーはアーカイブ配信を行います。ご
興味ありましたら、こちらの URL（https://forms.gle/
BX6hNzquViZpSbVs7）までお申し込みください。

「上田地域産業展2022」
リアル・オンラインのハイブリッド開催決定 !

出展者募集を開始 !!
　上田地域産業展 2022 は、5/16 開催の運営委員会にて、
オンライン展示会とリアル展示会のハイブリッド開催と
することに決定しました。
　オンライン展示会では、アンケート等のご意見を基に
改善を図り、多くの方に閲覧していただけるページ作り
でアクセス数の向上を目指します。
　リアル展示会については、感染対策を徹底し、開催に
向け様々なイベントを準備して参ります。

　両展示会とも、出展者募集を開始しましたので、ぜひ
エントリーいただき、販路拡大や事業 PR にご活用くだ
さい。皆様の出展お申し込みをお待ちしております。（出
展のご案内・お申込み詳細は下記 HP をご覧ください。）

上田地域産業展公式HP
　　　　　https://ueda-sangyoten.jp/
※本誌付録に出展者募集案内を掲載しています。

　4 月 27 日 ㈬、 工 業
部会（宮島武宏部会長）
役員会が開催され、部
会長以下 13 名が出席
し、本年度部会事業に
関して協議しました。
　 本 年 度 部 会 事 業 で
は、上田地域産業展へ
の協力の他、上田千曲

高校キャリアアップ講座連携事業への協力と事業のスケ
ジュールの確認、「うえだ　ひと・もの興しの紡ぎ手表彰」
の実施について協議致しました。
　昨年度、上田市地域雇用推進課と当部会役員にて奨学
金返還支援事業に関する意見交換会を実施し、改正が予
定されている「上田市学生等地域就職促進奨学金返還支

援事業補助金」の概要について上田市地域雇用推進課よ
り説明を受けました。
　当補助金の主な改正点として、①奨学金返還支援事業
を行う中小企業等に対する補助を、奨学金等を返還する
本人に対する補助へと変更し、中小企業等の負担軽減と
事務の煩雑さを解消②若手人材の定着を図るため、補助
対象者の就業先を、働き方改革に積極的に取り組む中小
企業等とする③補助対象となる奨学金の範囲を拡充し、
文部科学省が所管する高等教育機関以外の専修学校を
卒業した者も補助対象者とする等、当部会の意見が反映
された制度として改正を予定していることが説明され
ました。
　当部会では、今後も行政に対し、提言活動を積極的に
行い、上田地域や中小事業所の振興となる施策を進めて
まいります。

上田地域産業展への協力他、本年度部会事業について協議
工業部会役員会を開催
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売上減少事業者一斉支援事業交付金（上田市） ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（第10回）
　コロナウイルス感染症による経済への影響は長期化し、
また幅広い業種へ及んでいることから、業種の区分けな
く売上が大きく減少した事業者を支援するため、予算の
範囲内で交付金を給付します。
■対 象 者 国が実施する事業復活支援金を受給した事

業者で上田市内に本店登記がある法人
 又は住民登録がある個人事業者
■給付金額 1 事業所につき 10 万円
 （複数店舗有している場合であっても10万円）
■申請期間 令和 4 年 2 月 21 日㈪～ 6 月 30 日㈭
 ※ 6 月 30 日消印有効
■申請方法 規定申請様式による郵送
 〈送付先〉
 〒 386-0012　上田市中央 4-9-1
 「上田市売上減少事業者
 　　　一斉支援事業交付金事務局」行き
■お問合せ 上田市役所商工観光部商工課
 TEL.0268-23-5395（平日 8：30 ～ 17：15）

各種給付金・補助金のご案内各種給付金・補助金のご案内
事業復活支援金

　新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事
業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。5 月 31 日までに事業復活支援金申請 ID を取得した事業者
に限り、申請期限が 6 月 17 日㈮まで延長されました。
■申請期間 2022 年 1 月 31 日㈪～ 6 月 17 日㈮　※申請期限が延長されました。
 ただし、5 月 31 日までに事業復活支援金申請 ID を取得した事業者に限ります。
■事前確認について　　当所においての事前確認は 6月 14 日㈫までとなります。

事業復活支援金を申請する前に「登録確認機関」による事前確認を受ける必要があります。
当所においても、「登録確認機関」として、事前確認を実施しています。
当所会員事業所の事前確認は「宣誓・同意書」の確認のみの簡略化された形式で行うことが出来ます。
※非会員事業所はその他必要になる書類があります。

■一時支援金・月次支援金を申請された方
一時支援金・月次支援金を受給済の方は、申請 ID の発行・事前確認は不要です。
※事業形態・申請主体を変更される方は事前確認が必要になる場合があります

■申請方法　電子申請また申請サポート会場にて申請
※下記申請サポート相談会をご利用いただくこともできます。

■申請サポート会場のご案内（要予約）
電子申請が難しい方等を対象に、サポート会場で申請を行うことが出来ます。
〒 380-0936　長野市岡田町 3-2　長野県庁前ビル 6F
■お問い合わせ・申請サポート会場予約

事業復活支援金相談窓口　TEL.0120-789-140　8：30 ～ 19：00（土日、祝日を含む全日）

　事業復活支援金の申請者への申請・今後の事業継続を支援するために独自の申請サポート相談会を開催します。
■開催日 2 月 21 日㈪～ 6 月 16 日㈭のうち火曜日・木曜日（原則）　各日 9：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 15：00
 ※開催は不定期になっています。詳しくはお問合せください。

■会　場 上田商工会議所　会議室
■対　象 5 月 31 日までに事業復活支援金申請 IDを取得した事業者

事業復活支援金　申請サポート相談会（要予約）

　新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための
取り組みを支援します。
■補助上限 【一　般　型】 2,000 万円

※従業員規模・申請枠により補助上限の金額
が異なります。

 【グローバル展開型】 3,000 万円
■補 助 率 【一般型・通常枠】
 中小 1/2、小規模事業者 2/3
 【一般型・その他の枠】　2/3
 【グローバル展開型】
 中小 1/2、小規模事業者 2/3
■申請期間 5 月 26 日㈭ 17：00 ～ 8 月 18 日㈭ 17：00
■申請方法 電子申請
■お問合せ ものづくり補助金事務局
 　　　　サポートセンター
 TEL.050-8880-4053
 10：00 ～ 17：00
 （土日祝日を除く）
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事業承継・引継ぎ補助金（経営革新）

事業再構築補助金（第6回）

　事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを
行う中小企業等を支援します。

類　型 補助率 補助下限額 補助上限額
創 業 支 援 型

補助対象経費の
2/3 以内 100 万円 600 万円

以内経営者交代型
Ｍ ＆ Ａ 型

※専門家活用、廃業・再チャレンジ型の申請は既に締切となっています。

■申請方法 jGrants による電子申請
■申請期間 5 月 31 日㈫～ 6 月 20 日㈪ 17：00
■お問合せ 事業承継補助金事務局経営革新事業
 TEL.050-3615-9053
 10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00
 （土日祝日を除く）

■補助率・補助額

■補助要件
①　⒜　2020 年 4 月以降の連続する 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、コロナ以前（2019 年又は

2020 年 1 月～ 3 月）の同 3 か月の合計売上高と比較して 10% 以上減少している。
⒝　2020 年 4 月以降の連続する 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計付加価値額が、コロナ以前（2019 年

又は 2020 年 1 月～ 3 月）の同 3 か月の合計付加価値額と比較して 15% 以上減少している。
②　事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定する
③　補助事業終了後 3 ～ 5 年で付加価値額（または従業員一人当たり付加価値額）の年率平均 3.0% 以上増加の

見込みの事業計画を策定する。
■補助上限・補助率

主な申請枠 補助率（従業員規模により上限額が変動） 補　　助　　率

通 常 枠 100 万円～ 8,000 万円 【中小】2/3（6,000 万円超部分は 1/2）
【中堅】1/2（4,000 万円超部分は 1/3）

最 低 賃 金 枠 100 万円～ 1,500 万円 【中小】3/4
【中堅】2/3

回復・再生応援枠 100 万円～ 1,500 万円 【中小】3/4
【中堅】2/3

　新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取り組み、事業再編又はこれらの取り組みを通じた規模の拡大等を
目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援します。

■申請開始 5 月下旬～ 6 月上旬（予定）　　■応募締切　6 月 30 日㈭ 18：00
■お問合せ 事業再構築補助金事務局コールセンター　TEL.0570-012-088　9：00 ～ 18：00（日祝日を除く）

「信州割 SPECIAL」の割引対象地域が拡大されます。
　「信州割 SPECIAL」について、下記 1 のとおり割引対象県を拡大します。

１　変更内容
現　行 変更後

長野県、群馬県、
埼玉県、新潟県、
富山県、石川県、
山梨県、岐阜県、
静岡県

長野県、群馬県、
埼玉県、新潟県、
富山県、石川県、
福井県、山梨県、
岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県

・医療特別警報（病床使用率 35% 以上）が発出され
た場合など、割引対象を限定することがあります。

２　割引適用期間
　令和4年 6月 30日㈭までの宿泊・催行
３　割引の条件
（新型コロナワクチン接種歴及び検査結果の確認）

　新型コロナワクチンを 3 回接種済又は検
査結果が陰性であることが条件となります。

４　感染防止対策
 » 出発前後の健康観察の徹底やマスク着用など「信州版 新たな旅の
すゝめ」を遵守してください。

 » 食事の際には、アクリル板等の活用など、「信州版 新たな会食のすゝ
め」における取組の徹底をお願いします。

 » 宿泊事業者、旅行会社、交通事業者等におかれましては、業種別ガ
イドライン等に基づき感染拡大防止の徹底をお願いします。

本事業の詳細は専用 HP をご確認ください▶▶▶ https://tabi-susume.com/

■お問い合わせ先　「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事務局
一 般 （ 旅 行 者 ） 専 用 TEL.026-263-7311
宿泊施設・旅行会社等専用 TEL.026-263-7322
観光クーポン対象施設専用 TEL.026-263-0056

（受付時間 平日 10：00 ～ 17：00）
E-mail：tabi-susume@media-ps.co.jp

長野県からのお知らせ
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正副会頭会議　報告　（第56回）

●日時：５月16日㈪正午
●場所：上田商工会議所

●会議事項
⑴	 別所線活性化協議会委員の委嘱について
⑵	 令和４年度信州上田大花火大会の開催について
⑶	 上田わっしょいの開催方法について
⑷	 上田市歴史的風致維持向上協議会報告

令和 4年度長野県地域発元気づくり支援金令和 4年度長野県地域発元気づくり支援金
当所より 2事業が 2年目の採択当所より 2事業が 2年目の採択

　長野県地域発元気づくり支援金事業に、当所より申請した下記 2事業が 2年目の採択となりました。

■『上田の地域資源である「発酵食品となないろ農産物」
を活用した、地産地消と販路拡大につながる信州上田
うまいものスタンプラリー』

　信州上田うまいものスタンプラリーは「地域の賑わい
創出・個店の新規集客とリピーター確保」を目的として
本年 5 周年を迎えます。今回は上田地域で採れた “ 信州
上田なないろ農産物 ” と上田の “ 発酵食品 ” をテーマに実
施します。上田の食を、知り・味わい・楽しむ企画として
更にパワーアップして 10 月からの開催にご期待ください。

【事業内容】
・地産地消促進のメニュー・商品の公募・販売・PR
・SNS を活用した情報発信（企画・店舗の PR や地図

情報の共有）

■『上田市日本遺産認定を記念した関連商品開発推進と
商品情報発信事業』

　日本遺産『レイラインがつなぐ「太陽と大地の聖地」
～龍と生きるまち信州上田・塩田平～』を活用し地域で
開発された商品を観光客等に向け更に PR するため、商
品写真や販売場所等を記した商品紹介カードを日本遺産
ビジターセンター等に設置するほか、店舗用日本遺産 PR 
POP を製作し地域の飲食店や小売店などに配布します。

【事業内容】
・信州上田日本遺産商品紹介カードの製作・設置
・店舗用日本遺産 PR POP の配布
・『信州上田日本遺産商品紹介サイト』の拡充
・日本遺産オンラインクイズキャンペーン第 2 弾の実施

戦国武将つながりを活かした三国同盟
3 会議所が地域の“自慢の逸品”をアピール

『地域うまいもんマルシェ』出展
　4 月 26 日㈫～ 5 月 9 日㈪に上田商工会議所は、三国同盟を結ぶ上越・
甲府商工会議所とともに東京・秋葉原「日本百貨店しょくひんかん」で、
全国各地の商工会議所が自慢の逸品を紹介する『地域うまいもんマルシェ』

（日本商工会議所主催）に共同出展しました。
　当所は、真田幸村にちなんだ信州上田のご当地ブランドリンゴ「真田
RED アップル」100% のジュースや、地域独特の食文化である「美味だ
れ」（焼き鳥のたれ）のほ
か、地元銘菓やスイーツな
どを販売しました。上越は、

上杉謙信が戦の前に兵に振る舞ったといわれる「出陣餅」をはじめ、
新潟産南蛮エビやエイヒレ、ホタルイカを使ったおつまみを販売し、
甲府は、武田信玄にちなんだ山梨の代表銘菓「桔梗信玄餅」や「地
酒バウム」など、甲府の新たな逸品も紹介しました。各地域の特色
ある商品や地域全体の魅力を発信する機会となりました。
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『新型コロナウィルス感染症』に対応
生命共済制度キャンペーン　7 月 1 日～

　当所では、会員事業所の福利厚生の充実を図るため、生命共済制度を普及推進しています。
　当所の生命共済制度においても、「新型コロナウィルス感染症」は災害保険金の対象となっております。同制度に加入さ
れている方が「新型コロナウィルス感染症」を直接の原因として亡くなられた場合などに、普通死亡保険金・高度障害保険
金に加え「災害割増特約」に基づく災害保険金・災害高度障害保険金もお支払いの対象となります。
　加えて、当所独自の給付金制度により、医師の指示により医療機関に入院された場合は、「病気入院見舞金」の対象となり
ます。なお、医療機関の事情等により、医師の指示で、ご自宅またはその他病院等と同等とみなされる施設（ホテル等の滞
在型施設）で治療を受けられた場合も対象となります。
　安心して事業活動を継続していただくため、同制度のキャンペーンを 7 月 1 日より実施します。
　この機会に、日頃の備えとして上田商工会議所　生命共済にご加入ください。

■掛　金 15 歳～ 60 歳　1 口 1,800 円　2 口 3,600 円　3 口 5,400 円　4 口 6,840 円　5 口 8,280 円
 61 歳～ 75 歳　1 口　2,034 円～ 5,442 円　　※年齢・性別により掛金が変わります。

詳細は当所ホームページ掲載のパンフレットでご確認ください。
【問い合わせ先】上田商工会議所　TEL.0268-22-4500
【共済制度引受保険会社】アクサ生命保険株式会社　　【取扱店】アクサ生命保険株式会社　上田営業所　TEL.0268-22-3164

■保険金・給付金の内容（パンフレットより抜粋）
口数お支払事由 1口 2口 3口 4口 5口

死
亡
不慮の事故により死亡したとき〈死亡保険金（主契約）＋災害保険金〉 500万円 1,000万円 1,500万円 1,600万円 1,700万円

上記以外の事由により死亡したとき〈死亡保険金（主契約）〉 100万円 200万円 300万円 400万円 500万円

高
度
障
害

不慮の事故により高度障害状態のいずれかになったとき
〈高度障害保険金（主契約）＋災害高度障害保険金〉 500万円 1,000万円 1,500万円 1,600万円 1,700万円

障害または疾病により高度障害状態のいずれかになったとき
〈高度障害保険金（主契約）〉 100万円 200万円 300万円 400万円 500万円

■見舞金の給付内容（パンフレットより抜粋）
口数給付内容 1口 2口 3口 4口 5口

事故通院見舞金（5日以上） 一律 10,000円 一律 20,000円 一律 30,000円 一律 40,000円 一律 50,000円

長期災害入院見舞金（60 日以上） 一律 30,000円 一律 45,000円 一律 60,000円 一律 75,000円 一律 90,000円

病気入院見舞金（1～ 19 日） 一律 10,000円 一律 20,000円 一律 30,000円 一律 40,000円 一律 50,000円

病気入院見舞金（20 ～ 89 日） 一律 15,000円 一律 30,000円 一律 45,000円 一律 60,000円 一律 75,000円

病気入院見舞金（90 日以上） 一律 30,000円 一律 45,000円 一律 60,000円 一律 75,000円 一律 90,000円

●本商品をご検討の際には「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報・
 。いさだく覧ごず必を」款約・りおしの約契ご「」）せら知おな要重他のそ

経営者の未来と
会社の安心のために。

在任中のリスクやご勇退に向けての備えは万全でしょうか。

AXA-A1-1709-1425/9F7AXA-A1-1709-1425/9F7

アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の各種ニーズ
（弔慰金・見舞金制度、退職金制度、リスク対策や事業承継など）
を共済制度／福祉制度でサポートしています。

アクサ生命保険株式会社
長野支社　上田営業所
〒386-0024  上田市大手1-10-22  上田商工会議所会館3階
TEL.0268-22-3164
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新会長に山越 基史 氏を選任
「感謝と協調。青年部を楽しもう !」を合言葉に前進

青年部　第36回通常総会開催

　5 月 16 日 ㈪、
当 所 青 年 部 第 36
回通常総会がささ
やにて開催されま
した。
　議事では、昨年
度の事業報告・収
支決算の報告、役
員改選の承認、今

年度の活動指針案・収支予算案の承認について協議され、
すべて承認されました。
　役員改選により、新会長には山越基史氏（㈲あさま企
画）が選任され、新しい役員体制となりました。
　今年度は「感謝と協調。青年部を楽しもう !」を合言
葉に、2 年間コロナ禍での活動の維持における多くの支

令和 4年度
上田商工会議所青年部　正副会長

会　長 山越　基史 氏（㈲あさま企画）
副会長 武重　良和 氏（長野精器㈱）
　〃　 大田　祥己 氏（大田技研工業）
　〃　 山崎　　恵 氏（Mattari）

部 会 だ よ り

えに感謝をすると共に、活動を通じた会員同士の接点を
増やし協力して事業を進めてまいります。
　総会後の式典では、土屋市長と栁澤会頭より祝辞があ
り、地域で活躍する青年部への期待と激励の言葉があり
ました。新役員や新入・卒業会員の紹介などを行い、青
年部活動を通じて地域経済を担う若手後継者を目指して
いく気持ちを新たにしました。（青年部については、付
録「青年部だより」をご覧ください。）

商業部会 情報教育文化部会

　5 月 26 日 ㈭、 商
業部会（近藤秀樹部
会長）役員会が開催
され部会長以下 9 名
が出席し、今年度事
業の推進、上田地域
産業展のオンライン
コンテンツについて
協議しました。

　部会事業についてはコロナウイルス感染症の状況をみ
ながらですが、地域活性化に資する事業となるように実
施していくことが確認されました。また、上田地域産業
展のオンラインコンテンツについては近年 SNS による
店舗宣伝においてトラブルが起きていることから、それ
らに対する勉強セミナーを開催することが決定しました。
今後も調整をすすめ今年度の部会事業を円滑に進めてま
いります。

　5 月 27 日 ㈮ に 情
報教育文化部会役員
会（母袋卓郎部会長）
をローカル・リモー
ト併用により開催し、
部会長以下 7 名が参
加し、今年度事業の
推進をはじめ協議し
ました。

　事業所のデジタル化・DX を支援するための専門家紹
介制度開設に向けた活動や、電子帳簿保存制度解説セミ
ナーの開催、IT パスポート試験対策講座、上田地域産業
展への出展など実施してまいります。
　企業のデジタル化はいまや規模・業種・業態を問わず、
待ったなしの状況となっております。新しい時代に向け、
今を乗り越えていく一助となるべく、事業活動を推進し
てまいります。

第35回 信州上田大花火大会 開催決定 !
　5 月 16 日㈪信州上田大花火大会実行委員会（委員長　
栁澤憲一郎会頭）が開催され、本年、第 35 回信州上田
大花火大会を 8 月 5 日㈮に実施することが全会一致で
決定しました。
　令和元年東日本台風、新型コロナウイルス感染症の影
響等により 2 年間中止となっていた花火大会ですが、継
続する閉塞感を打破し、地域の再活性化を目的に準備を
進めてまいります。

協賛のご協力をお願いいたします !
　実行委員会では、6月 20日㈪まで協
賛募集をしております。詳細は折込み
の開催案内をご覧ください。
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商工会議所の創業支援で開業した企業を紹介します

エクレア店 　エクレール 上田市中央 3-8-12
石森良三商店内

　原町の石森良三商店中庭、喫茶カウンターにオープン。蔵を生かした店舗の一角に、落
ち着いた空間が広がる。エクレアは、あんず&レアチーズ、抹茶、小倉、キューバラムな
ど数種類がある。季節の材料を厳選して素材の風味を生かし、甘さは控えめに仕上げている。
味だけでなく、シュー生地やクリーム、果物など見た目も楽しめる。石森良三商店2階の
カフェでのイートインもでき、静かでゆったりとした時間が過ごせる。インスタグラムで情
報発信。予約受付も可。
【営業日・営業時間】金・土曜日　11：00～17：00

自動車整備 　くるま屋リーフ 上田市下之条38-2
Tel.090-4161-0883

　上田市立南小学校近くの道路沿い、自動車板金塗装工場の一角にオープン。自動車整備
と中古車の販売（受注対応）を行う。一級小型自動車整備士の資格を有し、専門的な知識
と技能で、自動車の適正な点検と整備を行う。大規模店にない、きめ細かなサービスとサポー
トにより、顧客の信頼を確保する。料金も明朗で、常に整備技術を練磨し、顧客第一のサー
ビス提供に努めている。出張整備への対応も可能。
【営業時間】9：00～　【定休日】水・日曜日・祝日

2022 年度　東京商工会議所検定のご案内
　東京商工会議所の検定試験は従来の筆記による会場集合型の統一試験方式から、IBT 方式（受験者自身の
パソコン・インターネット環境を利用する方式）と CBT 方式（各地のテストセンター備え付けのパソコンで
受験する方式）に移行しています。
　東京商工会議所検定ホームページ（https://kentei.tokyo-cci.or.jp/）より各検定試験のお申込みが可能です。

検定種目 受験料 施行回数 施行日（施行期間） 申込受付期間 合格発表

カラー
コーディネーター

【アドバンスクラス】
7,700 円（税込）

【スタンダードクラス】
5,500 円（税込）

第 52 回
【試験期間】

７月１日㈮～７月19日㈫
【申込期間】

５月25日㈬～６月３日㈮

試
　
験
　
当
　
日

第 53 回
【試験期間】

10月21日㈮～11月７日㈪
【申込期間】

９月13日㈫～９月22日㈭

ビジネス実務法務 【2 級】7,700 円（税込）
【3 級】5,500 円（税込）

第 51 回
【試験期間】

７月１日㈮～７月19日㈫
【申込期間】

５月25日㈬～６月３日㈮

第 52 回
【試験期間】

10月21日㈮～11月７日㈪
【申込期間】

９月13日㈫～９月22日㈭

福祉住環境
コーディネーター

【2 級】7,700 円（税込）
【3 級】5,500 円（税込）

第 48 回
【試験期間】

７月22日㈮～８月８日㈪
【申込期間】

６月15日㈬～６月24日㈮

第 49 回
【試験期間】

11月11日㈮～11月28日㈪
【申込期間】

10月５日㈬～10月14日㈮

BATIC〈国際会計〉 5,500 円（税込）
第 43 回

【試験期間】
７月22日㈮～８月８日㈪

【申込期間】
６月15日㈬～６月24日㈮

第 44 回
【試験期間】

11月11日㈮～11月28日㈪
【申込期間】

10月５日㈬～10月14日㈮

環境社会〈eco〉 5,500 円（税込）
第 32 回

【試験期間】
７月22日㈮～８月８日㈪

【申込期間】
６月15日㈬～６月24日㈮

第 33 回
【試験期間】

11月11日㈮～11月28日㈪
【申込期間】

10月５日㈬～10月14日㈮

ビジネス
マネージャー 7,700 円（税込）

第 15 回
【試験期間】

７月１日㈮～７月19日㈫
【申込期間】

５月25日㈬～６月３日㈮

第 16 回
【試験期間】

10月21日㈮～11月７日㈪
【申込期間】

９月13日㈫～９月22日㈭
※各検定受験料は、IBT 方式の金額です。CBT 試験は、＋ CBT 利用料 2,200 円（税込）がかかります。



㈱日誠イーティーシー
〒386-0042　上田市上塩尻941-1　TEL.0268-25-6161

モーター・コイル製品の開発・製造
試作から量産まで対応

セラミック断熱塗装&一般塗装
断熱塗装と一般塗装の併用で快適空間に
工場・倉庫・一般住宅施工承ります
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商工会議所LOBO調査
（早期景気観測調査）

2022年
調査結果４月

調査対象
全国332商工会議所2588業種組合等

【建設業】
業況・販売単価DIは横ば
い、売上・従業員DIは改善
傾向、その他の項目は悪化
傾向。

【製造業】
販売単価DIは改善傾向、
仕入・従業員DIは横ばい、
その他の項目は悪化傾向。

【卸売業】
販売単価DIは改善傾向、
仕入・従業員DIは横ばい、
その他の項目は悪化傾向。

【小売業】
従業員DIは横ばい、業況・
販売単価DIは改善傾向、そ
の他の項目は横ばい。

【サービス業】
従業員DIは改善傾向、売
上DIは悪化傾向、その他
の項目は横ばい。

ＬＯＢＯ調査は、商工会議所のネットワークを活用して、各地域の「肌で感じる足元の景気観」を全国
ベースで毎月調査し、その集計結果をリアルタイムに情報提供することを目的としています。

業況DIは、活動回復が進み2か月連続の改善。先行きは、コスト増への警戒感強く厳しい見方。

詳しくは日本商工会議所のホームページでご覧いただけます。 http://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html

全産業
業　況 売　上 採　算 仕入単価 販売単価 資金繰り 従業員

前年同月比
▲ 25.3 ▲ 16.3 ▲ 22.1 ▲ 31.7 ▲ 1.3 ▲ 16.2 8.0

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 28.0 ▲ 17.1 ▲ 33.7 ▲ 72.1 21.3 ▲ 19.3 17.1
DI＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合）
全産業合計の業況DIは、マイナス25.7ポイント。前月比7.0ポ
イント改善。
◦	日常生活の回復が進み、再開した春のイベントや県民割等の
需要喚起策で客足が戻りつつある外食・宿泊関連のサービス
業や、堅調な電子部品や飲食品関連等に下支えされた製造業で業況が改善した。一方、資材の供給不足や設
備機器の納期遅れで工期が長期化する建設業で業況が悪化した。また、業種を問わず、対露制裁や円安の急
伸により、原油等の資源価格や原材料価格等の高騰が加速化したことが、収益の圧迫要因となっている。加え
て、価格転嫁の遅れも収益回復の足かせとなっており、中小企業の景況は2ヵ月連続で改善しているものの、
まん延防止等重点措置が出ていた昨年4月と同水準の回復に止まっている。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】	建設資材や燃料の急激な価格上昇に対する価格転嫁の遅れに加え、公共工事の受注数減少、

設備機器の納期遅れ・欠品に伴う工期長期化によるコスト増により、悪化。
【製　造　業】	ウクライナ危機の長期化に伴う原材料供給の停滞、資源・資材価格の急激な高騰が負担増

となる中、需要が堅調な電子部品関連や小売店向けの食品製造業に下支えされ、改善。
【卸　売　業】	日常生活の回復に伴い、個人消費拡大による外食産業向け食品関連、百貨店向け日用品関

連の引き合いが増加し、改善。一方で、燃料価格の高騰に伴う物流関連のコスト増が懸念
される。

【小　売　業】	活動回復が進む中、消費需要が堅調に推移するスーパーや、高額品・新生活用品の売上が
回復した百貨店等が全体を押し上げ、改善。一方で、円安に伴う資源や原材料価格の高騰
による収益圧迫が懸念される。

【サービス業】	3月のまん延防止等重点措置の解除以降、県民割等の需要喚起策により飲食・宿泊等で客
足が回復し、改善。一方で、歓送迎会の見送りなど、根強いリバウンド警戒の動きを危惧
する声も聞かれた。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は、マイナス28.0 ポイント。今月比2.3 ポイント悪化。
・コロナの沈静化による活動回復に加え、大型連休での消費拡大に期待感が高まる一方、感染再拡大を
恐れて、観光やイベント参加を控える動きを懸念する声が寄せられている。また、ウクライナ危機の
長期化、原材料・資源価格等の高騰や円安が今後も進行することへの不安感は拭えず、さらなるコス
ト増の警戒感は強く、先行きは厳しい見方が続く。

景況天気図

とくに好調
（50≦DI）

好　調
（25≦DI＜50）

まあまあ
（0≦DI＜25）

不　振
（▲25≦DI＜0）

きわめて不振
（DI＜▲25）

●定例相談日程表　中小企業相談所では定例相談を開催しております。どうぞご利用ください。

●予約制相談については、開催日の 7 日前までに上田商工会議所中小企業相談所（TEL.22-4500　FAX.25-5577）宛にお申し込みください。
●感染症防止のため、ご相談の際はマスク着用のうえ、お越しください。
　また、明らかにご体調が悪い場合、ご連絡いただき、来場をお控え下さいますようご協力お願いします。

相談内容 開催日時 専門相談担当者
経営（予約制）

※オンライン可
随　時

10：00 ～ 15：00
（一社）長野県経営支援機構

中小企業診断士

法律（予約制）
6 月 15 日㈬

13：30 ～ 15：00
長野県弁護士会上田在住会
弁護士

登記（予約制）
※オンライン可

7 月 5 日㈫
13：30 ～ 15：00

長野県司法書士会上田支部
司法書士

金　融
※オンライン可

6 月 20 日㈪
10：00 ～ 15：00

㈱日本政策金融公庫長野支店
相談員

相談内容 開催日時 専門相談担当者
IT相談（予約制）

※オンライン可
随時

10：00 ～ 16：00
NPO 法人長野県 IT コーディネータ協会
IT コーディネータ

税務（予約制）
※オンライン可

7 月 5 日㈫
13：30 ～ 15：00

関東信越税理士会上田支部
税理士

不動産鑑定（予約制）
※オンライン可

7 月 5 日㈫
13：00 ～ 16：00

NPO 法人コンティニュー
不動産鑑定士

発明（予約制）
8 月 4 日㈭

13：00 ～ 16：00
（一社）長野県発明協会

弁理士および知財アドバイザー
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相談所インフォメーション
　　上田商工会議所　　　　　　　　中小企業相談所より6月

《日本公庫ダイレクト》を
ご活用ください！

記帳確認・源泉税納付指導会&消費税インボイス制度相談会のご案内
　日々の経理の確認や源泉所得税の納付事務（納税額がない場合でも報告義務があります）のため、個人事業者
を対象とした指導会を開催いたします。日頃から行っている経理を税理士に指導してもらえる大変良い機会です。
申告の間際で慌てぬよう、必ずご参加ください。
　あわせて、来年 10月からスタートする【消費税インボイス制度】についての相談会も開催します。事務負担
の増大にとどまらず、取引先がなくなる危険性もあり、経営全体に関わってくる制度です。「インボイスってな
に ?」「自分はどうすればいいの ?」といった疑問のある方はこの機会をぜひご利用ください。
◆感染症等の予防について、会場の衛生環境には気を付けておりますが、ご来場の皆様にはマスクの着用に
　ご協力いただき、ご参加くださいますようお願いいたします。
◆新型コロナウイルスの感染状況により中止になる場合があります。
◆感染症予防のため筆記用具および電卓の貸し出しはいたしませんので、ご持参ください。

開催日 時　間 会　場
※全会場で税理士が指導 持　ち　物

７月１日㈮ 午後１：30～４：00 踏 入 公 会 堂
○帳簿一式（簡易帳簿、総勘定元帳）
○一人別源泉徴収簿（賃金台帳等）
※参考のため、前年分もご持参ください。
○納付書（税務署より配付済み）
※予備は当所にはございません。お持ちでない方は事前に税務
署でお受け取りのうえ、ご参加ください。また、前年の年末
調整で過納額がある方は前年の納付書控もお持ちください。

７月４日㈪ 午後１：30～４：00 川 辺 町 会 館
７月５日㈫ 午後１：30～４：00 上 野 が 丘 公 民 館
７月６日㈬ 午後１：30～４：00 上田商工会議所塩田支所
７月７日㈭ 午後１：30～４：00 上田商工会議所川西支所

７月８日㈮ 午前９：30～12：00
午後１：30～４：00 上 田 商 工 会 議 所

　日本政策金融公庫では、インターネットで提供するサービスを
無料でご利用いただける会員専用サイト「日本公庫ダイレクト」を
開設しています。取引状況の確認や証明書の発行、来店予約・問
い合わせや借入の申し込みなどをweb上で行うことができます。
日本政策金融公庫をスムーズかつ簡単にご利用いただけるので、
ぜひご活用ください。

《日本公庫ダイレクト》でできること

会　員　登　録　の　方　法

◆取引状況の確認や証明書の発行がスムーズに !
　日本公庫とお取引のあるお客さまは、オンラインで取引状況の確認や各種証明書の入手が
　可能です。
◆日本公庫への来店予約や融資に関するお問い合わせ、借入のお申込がネットで簡単に !
　次のサービスが簡単に利用可能です。
・支店窓口への来店予約　　・借入の申込み
・事業資金の融資制度や借入申込手続きに関する相談・問合せ
◆お客さまのお困りごとの解決に役立つサービスを提供しています !
　経営に役立つ情報や最新のセミナー開催情報など、耳よりな情報をお届けしています。

　《日本公庫ダイレクト》公式webサイト（https://direct.jfc.go.jp/w000_TopB）の
会員規約に同意いただき、「新規会員登録」ボタンから E-mail アドレスをはじめとする
必要情報を登録してください。
※お取引様専用サービスをご利用いただく場合は、会員登録に加えて、お取引様専用サービスの利用申請が必要
となります。



社会保険　
労務士法人 酒井総合事務所

〒386-0033  上田市御所 601-1

企業のチャレンジ

労働・社会保険を
トータルサポート

上田商工会議所の生命共済制度
★1口1,800円～と割安な掛金★24時間保障
★1年更新★余剰金は配当金で給付★従業員
の掛金は必要経費に★各種見舞金･助成金制
度が充実★各種健診が割安に★温泉
施設等の割引券がもらえる等
お得な制度です。
お申込み&お問い合わせは、

上田商工会議所　TEL22－4500
引受保険会社：アクサ生命保険株式会社

12

会議所共済会議所共済
口座振替のお知らせ口座振替のお知らせ

振替日が近づきましたら、
ご確認、ご準備をお願いいたします。

今月は66月月2222日㈬日㈬ です。

上田商工会議所 令和 4 年度会費ご納入のお願い上田商工会議所 令和 4 年度会費ご納入のお願い

振替日が近づきましたら、ご確認・ご準備をお願いいたします。
口座振替ではない事業所様には納入通知書をお送りしますので、金融機関または
当所窓口にてご納入をお願いいたします。� 総務課　TEL.0268-22-4500

令和４年７月７日㈭ です。
上田商工会議所
令和 4 年度会費の
口座振替日は

昭和堂カメラ　スタジオハート
〒386-0012  上田市中央6-15-1
TEL.0268-24-8121

【営業時間】8：00～20：00（御予約歓迎）

　入学、卒業、成人
式、七五三、家族写
真、結婚記念日…。
思い出をいつまでも
美しく残しておきま
しょう。皆様にとっ
て、大切な人生の行
事を、真心をこめて

お手伝いいたします。一枚の写真から、しあわせが伝わ
ります。そのほかパスポート、免許、履歴書など証明写
真も専門としています（市民個人カード用適合しており
ます）。運転免許更新が近づきましたらお待ちしており
ます。ゆったりした、スタジオで大事なお写真を是非 !　
とても良い事があります。ご自宅や集会場所への出張撮
影可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

大切な人生の節目のお写真を
残しましょう 移転・リニューアルオープンしました !

　昨年の 12 月に
常田から踏入（イ
オン上田店様向か
い）へ移転しました。
　野球、ラケット
スポーツを中心に、
スポーツ用品全般
を取り扱っており

ます。親子で同じスポーツをされる方も多く、家族連れ
で来店されるお客様もいらっしゃいます。また、野球に
関しては、SNS でも発信しておりますので、新商品や
限定商品をいち早くご覧いただけます。店頭にない商品
のお取り寄せ対応もしております他、お客様のご要望や
ご不明点にはできる限りお応えできるようサービスして
おります。お気軽にお寄りください。

ホームラン堂スポーツ
〒386-0017　上田市踏入2-1-14
TEL.0268-22-1113

【営業時間】10：30～20：00　【定休日】水曜日
Twitter　@homerundosports

このコーナーは、会員企業の情報をご紹介します。掲載してみたいとお考えの事業所の方は、総務課までご連絡下さい。
◎広告ではありませんので、掲載は無料です。

Members Network 237
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新入 員 ご会 の 紹介
事業所名 所在地 電話番号 営業内容

スナック ゆの花 上田市別所温泉 160-1 38-9444 スナック
ひるま植生 Salon 小県郡青木村村松 2123-1 － 自然環境調査、学芸活動
長峯デンタルラボ 上田市中央 2-16-3 090-1883-2786 歯科技工業
清水製作所 上田市仁古田 638-1 080-5109-9286 金属加工、機械部品加工
理容室エル 上田市大屋 218-9 理容室エル内 75-1021 理容
ましま塗装工業 上田市中央西 2-5-5 27-3581 建築塗装
田中板金工業 上田市舞田 717-6 38-8020 建築板金
増田マテリアル㈱ 上田市保野 795-5 39-5115 金属材料加工・販売
麺屋 たち花 上田市秋和 386-1 － つけ麺
日なた堂ベーカリー 上田市小泉 1182-2 84-0241 パン屋（製造、販売）
寿代行 上田市古里 1580-11 ヒルトップ山極 102 090-4153-5102 運転代行
じらふのもみ本店 上田市古里 1651-4 55-9757 リラクゼーション
とのむらざこ煮店 上田市別所温泉 1720-4 38-3536 土産販売
Miss アイドル 上田市中央 3-11-2 050-1498-0645 スナック
ROUTE 56 上田市中央 3-13-3 池田ビル 1F 26-5601 スナック
氣龍 上田市上田 1571-14 リッツプレメゾン 302 － 整体
さくら 上田市中央北 1-8-8 090-1866-0935 語学教室
ライク（同） 上田市富士山 3433-1 75-2075 ラーメン店・からあげ店

お取引先、お知り合い等で未加入の事業所がありましたら、ぜひご紹介ください。ご紹介先には職員がお伺いさせていただきます。

コワーキングスペース
＋519Worklodge（上田市技術

研修センター）オープン
■所 在 地 長野県上田市下之郷 812-10
 （上田リサーチパーク内）
■電話番号 0268-39-1555　E-mail：ugkc@arecplaza.jp
■設備・備品 無料駐車場（30 台）
 プロジェクター・スクリーン・WiFi
■時　　間 9：00 ～ 18：00
■休 館 日 日曜・祝日・年末年始

■最新情報は QR コードより上田市に
よる紹介ページをご確認ください。

■利用料金（税込）
利用区分 使　用　料　金

第 １ 研 修 室 1 時間当たり 940 円
第 ２ 研 修 室 1 時間当たり 470 円
第 ３ 研 修 室 1 時間当たり 1,210 円
第 ４ 研 修 室 1 時間当たり 1,210 円
第 ５ 研 修 室 1 時間当たり 390 円
第 ６ 研 修 室 1 時間当たり 390 円
和室（４人部屋） 1 時間当たり 390 円

洋室（１人部屋）

3 時間当たり 800 円
午前 9 時から午後 6 時まで 1,900 円
※コワーキングエリア使用料含む

コワーキングエリア使用者が利用する場合 1 時間当たり 100 円

コワーキングエリア 3 時間当たり 500 円
午前 9 時から午後 6 時まで 1,000 円

※冷暖房費は第 3・第 4 研修室が 1 時間につき 60 円、それ以外は 1 時間
につき 50 円です。（コワーキングエリアのみ使用の場合を除きます）

第51回 上田わっしょい　開催決定 !
　第 51 回上田わっしょいについて、下記のとおり開催
が決定いたしました。
○日　時
　令和 4年 7月 30 日㈯　午後 5：00 ～ 8：00
○内　容
■踊り連　踊る時間帯を分け、二部構成で実施します
　　　　　第１部　午後５：00 ～６：00
　　　　　休　憩　午後６：00 ～７：00
　　　　　第２部　午後７：00 ～８：00
　　　　　【場所】お堀周囲通路・真田神社横通路・
　　　　　　　　 東虎口櫓門前通路
■生演奏・飲食出店　午後５：00 ～８：00
　　　　　【場所】旧市民会館駐車場
■神輿連・太鼓連　実施しません

○主催・お問合せ先
　第 51 回上田わっしょい実行委員会
　（事務局：上田市商工観光部観光課）
　TEL.0268-23-5408

☆第 51回上田わっしょい公式情報
https://www.city.ueda.nagano.jp/site/
kankojoho/63162.html

※記事内容は 5 月 24 日現在の概要です。
　最新情報・詳細については、上記 URL（QR コード）

から必ずご確認ください。
なお、信州上田祇園祭につきましては、参加者及び来
場者の健康と安全および新型コロナウイルス感染症の
感染リスクを考慮し、中止となりました。
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